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令和元年 10月 嗜好調査 

栄養課 

【目的】 

入居者の嗜好や要望、現在の食事満足度を知り、調理工程や献立作成、食事

提供方法へフィードバックを行い食事の満足度を向上させることを目的に行う。  

【調査方法】 

記入・聞き取り方式。今後の対応の必要性もあるため記名をしていただく。 

【対象者】 

養護老人ホーム明星園入居者 50 名(入院者・回答困難者については無回答で

集計) 

【調査結果】 

調査結果については、個別に特に希望の無い方のデータについては、統計的に

処理し個人を特定されないものとする。統計結果についてはホームページ・各フロ

アーへ掲示を行うことにし、教育目的で使用する場合もある。 

【調査期間】 

令和元年 10月 6日(日)～10月 20日(日) 

【調査項目】 

ごはんについて 

・ごはん、お粥の炊き方はいかがですか 

・ごはん、お粥の量はいかがですか 

おかずについて 

・おかずのかたさはいかがですか 

・おかずの量はいかがですか 

・おかずの味付けはいかがですか 

・汁物の味付けはいかがですか 

・魚・肉・野菜などの大きさ(切り方)はいかがですか 

週 3回（火・木・日）のおやつについて 

・内容はいかがですか 

・量はいかがですか 

食事全般について 

・献立内容はいかがですか 

・彩りや盛り付けはいかがですか 

・食事の温度はいかがですか 

・毎日の食事に満足されていますか 

献立の中で美味しかったもの、苦手だったものはなんですか  

その他、食事に関するご意見やご要望、食べてみたい料理などはありますか        
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【対象者の食事形態】               

  ・普通食  25名  ・中間食  17名  ・楽々食  3名  ・ゼリー食 4名 

  ・入院中 1名   

   

【対象者の主食形態】 

  ・ごはん 34名   ・混ぜ粥  4名   ・粥  8名     ・ゼリー食 3名 

  ・入院中 1名 

 

 

調査結果  

●ごはんについて     

ごはん、お粥の炊き方はいかがですか？ 

やわらかい/ 2名            やややわらかい/ 0名  

 丁度良い/ 38名             ややかたい/ 3名 

かたい/ 1名               無回答/ 6名 

ごはん、お粥の量はいかがですか？ 

多い/ 3名               やや多い/ 5名     

 丁度良い/ 37名               やや少ない/ 2名  

 少ない/ 0名                  無回答/ 3名 

 

＜栄養課より＞ 

 ごはん、お粥の炊き方(かたさ)についてはそれぞれ好みがあるかと思いますが、ほ

とんどの方が丁度良いと答えられています。やわらかいと回答された方は体調を考

慮しておかゆにしている方でした。 

 量についてもほとんどの方が丁度良いとのことでした。多い・やや多いと答えられた

方については毎日の食事状況を見ているところ、ほとんど食べていらっしゃるので現

在のまま継続したいと思います。中には間食を摂るのが習慣になっていてごはんの

時間におなかがすいていない方もいらっしゃるので、間食の摂り方について繰り返し

お話していきたいと思います。やや少ないと答えられた方に関しては毎日の食事全体

の摂取量や体重、お持ちの病気、体調等を考慮したうえで介護課・看護課と検討し対

応していきます。 
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●おかずについて 

おかずのかたさはいかがですか？ 

やわらかい/ 1名           やややわらかい/ 1名  

丁度良い/43 名            ややかたい/ 1名 

かたい/0名               無回答/4 名 

おかずの量はいかがですか？ 

多い/ 4名              やや多い/ 4名 

丁度良い/36名           やや少ない/ 1名 

少ない/ 0名             無回答/ 5名 

おかずの味付けはいかがですか？ 

濃い/ 0名           やや濃い/ 3名   

丁度良い/ 35名       ややうすい/ 7名 

うすい/ 0名          無回答/ 5名 

汁物の味付けはいかがですか？ 

濃い/ 1名              やや濃い/ 3名  

 丁度良い/  41名       ややうすい/ 2名    

うすい/ 0名          無回答/ 3名 

魚・肉・野菜の大きさ(切り方)はいかがですか？  

大きい/ 1名            やや大きい/ 3名 

丁度良い/ 41名        やや小さい/ 1名     

小さい/ 1名           無回党/ 3名 

 

 

＜栄養課より＞ 

  おかずのかたさ・大きさについては入居者様の年齢等を考慮し、やわらかい食材

を使用したり、切り方や調理方法等を常に検討・点検しながら提供しております。 

 おかずの量・味付け・汁物の味付けについては入居者様それぞれ個人差や好み、

味覚の違い、またその日の体調によっても感じ方が違うと思います。栄養課では残食

を毎食計量し、内容・量・味付けについて検討し次回の献立に反映させるようにして

おります。ご意見はいつでも受け付けておりますので栄養士または職員までお声か

け下さい。 
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●食事全般について 

献立内容はいかがですか？ 

良い/ 37名                      悪い/ 0名 

どちらともいえない/ 6名             無回答/ 7名 

彩りや盛り付けはいかがですか？ 

良い/ 38名                      悪い/ 0名 

どちらともいえない/ 5名             無回答/ 7名  

毎日の食事に満足されていますか？ 

はい/ 46名         いいえ/ 2名          無回答/ 2名 

＜栄養課より＞ 

 食事全般については概ね満足されている様子でした。配膳時や食事中にご意見を

伺ったりしながら今後の献立作りに活かしていきます。 

●献立の中で美味しかったもの、苦手だったものは何ですか？ 

＜美味しかったもの＞ 

・南蛮漬け  

・お寿司  

・スパゲティナポリタン  

・おでん  

・麺類  

・全部おいしい  

・うどん   

・そうめん  

・肉料理  

・ラーメン  

・ハンバーグ  

・肉じゃが  

・チキン南蛮  

・酢の物  

・バラ寿司・ちらし寿司  

・肉うどん  

・納豆  

・巻き寿司  

・煮物  
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・レバー  

・すき焼き  

・ここの料理は何でも美味しい。調理師さんが上手なんだね。  

・野菜の入った油炒め  

・魚料理  

・うなぎ  

・何でも美味しい。  

・白和え  

・揚げ物についている野菜。生野菜がもっと食べたい。  

＜苦手だったもの＞ 

・苦手なものでも自分にとっては薬だと思っているから残しません。  

・魚のあんかけ  

・嫌いなものはないです。 

・魚  

・麻婆豆腐  

・魚が嫌いなのでほとんど食べない。  

・魚の煮付け  

・スパゲティ  

・納豆  

・山芋  

・肉  

 

※アンケートに回答があったもので現在個人的に提供していないものは掲載し

ておりません。 

●その他、食事に関してご意見やご要望、食べてみたい料理がございま

したらお書きください。 

＜ご意見、ご要望＞ 

・尿たんぱくが出、慢性腎臓病があるので薄味が良い。 

・かぼちゃスープとかポタージュを増やして欲しい。 

・デザートに季節の果物を取り入れて欲しい。 

・いつもありがとうございます。 

・うどんを増やして欲しい。ここのうどんはだし汁がとても美味しいです。 

・言うことなしに良い。 

・毎日美味しいです。 

・オクラの切り方が大きいので薄切りにして欲しい。) 

・私は酢の物が好きです。いつもおいしく食べています。 

・バラエティーに富んでいて良いと思います。 

・肉の切り方が良いです。 
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・何でも食べます。 

・納豆や山芋が苦手ですが食べています。 

・行事食は今ぐらいの感じでいい。 

・人数が多いので自分の思うようには…と思っています。 

・ここは何を食べてもおいしいので言うことはありません。 

・お寿司を多くして欲しい。 

・赤飯があまり好きではない。 

・ここの料理は何でも美味しいです。 

・一日一食は麺類を希望します。 

・ここの食事は美味しいものばかりだから他に食べたいものが無い。 

・野菜がもっと欲しい。 

・お粥は腹が減るときがある。 

・何も残さず食べている。残したことは無い。 

・いつも美味しいです。 

・牛肉類が多すぎます。 

・野菜の和え物で和え過ぎが多いのでしゃきっとしたのが食べたい。無理とは思いま

すが 

＜食べてみたい料理＞ 

・海鮮丼 

・野菜の多いちゃんぽん 

・ちらし寿司 

・野菜 

・うなぎ 

・ピザ 

・お好み焼き 

・寿司 

・サザエ 

・とんかつ 

・そば 

・あらの煮付け 

・ジャガイモと玉ねぎのおつゆ 

・刺身 

・しびの刺身 

・羊羹 

・柿 

・みかん 

・フルーツポンチ 

・肉 

・魚すし 

・かつ丼 
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・水炊き 

・巻き寿司 

・タイの煮付け 

・インスタントラーメン 

・オムライス 

・冷麺 

●「これを食べれば元気が出る！」という食べ物があれば教えてく

ださい。 

・目玉焼き、ハムエッグ、サーロインステーキ 

・ちゃんぽん 

・焼きそば 

・うなぎ 

・うな丼 

・カルビ丼 

・茶碗蒸し 

・毎日出るものに感謝しながら食べていますのでなんでも大丈夫です。 

・豚肉が入った食べ物 

・刺身 

・ステーキ 

・長崎ちゃんぽん 

・麺類 

・梅干し 

・キムチ 

・贅沢なことは言ってられない。 

・みそ汁 

・魚寿司 

・魚料理 

・ラーメン 

・卵料理 

・タイの煮付け 

・にぎり寿司 

・果物 

・煮魚 
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＜栄養課より＞ 

 今回もたくさんのご意見やご要望を頂きました。やはり肉料理・麺類・お寿司・うなぎ

等人気があるようです。お寿司は月 1回、麺類は月 3～4回提供しております。これか

らの季節は夏場に出せなかった刺身や温かい麺類やおでん、グラタンなどの冬メニュ

ーも提供します。 

食べてみたいもの、これを食べれば元気が出るというものについては大量調理で

すので個別のリクエストにはなかなかお答えすることは出来ませんがお誕生日の希

望食のときには提供可能です。是非リクエストしてください。 

 苦手なものに関しては体のためだと思って苦手でも食べられる方や明星園に入るま

では食べられなかったものが食べられるようになったとおっしゃる方もいらっしゃいま

す。一方好き嫌いがとても多く、手をつけられなかったり残される方もいらっしゃいま

す。入所時に、苦手なもの 2つまでは代替のもので対応することをお伝えしています。

アレルギーや病気、薬の関係で食べられないものは別として大量調理ですので全て

のものに対応は出来ませんのでご了承ください。 

 毎回お願いしていることなのですが、個人で食べ物を購入されたり、ご家族が持っ

てこられるところもあるかと思います。入居者の中には病気の関係で食事制限をされ

ている方や食物アレルギーをお持ちの方、嚥下機能の低下による誤嚥の危険性のあ

る方もいらっしゃいます。また、年間を通じて食中毒の心配もあります。入居者間での

食べ物のやり取りは絶対にしないようにお願い致します。 

また、個人で持っているお菓子類を食べ過ぎて食事が入らない方もいらっしゃいま

す。購入されるときは買い過ぎないように、ご家族の方もご協力お願い致します。 

 皆様から頂いたご意見を参考にし、毎日のお食事の時間を楽しみにしていただける

ように、おいしく安心で安全な食事作りに努めてまいります。また、介護課・看護課と

連携をとりながら入居者様お一人おひとりの「今」にあった食事の提供をしていきま

す。 

 アンケートにご協力頂きありがとうございました。 

                         

＜施設長より＞ 

 人間にとって食事とは、生きていく為には無くてはならないものであり、生活の中で

の大きな楽しみの一つです。見て、聴いて、匂って、触って、味わって楽しんでいく。そ

れが生きる源につながっていくのだと思います。高齢になっても楽しみながら食べて

頂く為には、皆様のそれぞれの状態に合わせて作る事が大事なことです。特に高齢

になればなるほど食べる事への障害が出てきます。それを見た目も楽しく、どれだけ

食べやすく、そして美味しく食べて頂けるかが大事だと思います。 

その為には、一日３食３６５日、日々思考錯誤しながらいろいろな事に取り組みなが

ら、皆さんに「美味しい」と言って頂ける食事作りに栄養士を始め、日清医療食品の皆

さんと共に取り組んでいきたいと思います。  

                                                                                                                                                                                                                     


